
【奈良県】

○　フォーラム等事業の開催

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

1 奈良県 大和郡山市 11月1日 ○ 虐待防止に関する研修会を開催 こども福祉課 0743-53-1542

2 奈良県 五條市 8月28日 「うまれる」自主上映会を開催 保健福祉センター 0747-22-4001

3 奈良県 五條市 11月20日 ○ 児童虐待防止講演会を開催 保健福祉センター 0747-22-4001

4 奈良県 平群町 8月24日
平群町子どもの心の健康づくり普及推進委員会の教育部会におい
て、奈良県中央こども家庭相談センター職員を講師とした虐待予
防の研修会を実施

健康保険課 0745-45-8600

5 奈良県 広陵町 11月13日 ○ 町民を対象とした児童虐待防止の講演会を開催 子ども支援課 0745-55-6820

6 奈良県 広陵町 11月15日 ○ 幼稚園の先生を対象とした児童虐待防止の研修会を開催 子ども支援課 0745-55-6820

7 奈良県 大淀町 6月29日 代表者会議の研修「児童虐待と関係機関との連携」を開催 福祉課 0747-52-5501

○　啓発物品作成・配布

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

1 奈良県 奈良県
10月21日、11月11
日、12日、26日、

12月9日ほか
○

県主催イベント等において、来場者へ啓発リーフレットやグッズ
を配布

健康福祉部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

2 奈良県 奈良県 11月1日 ○
街頭キャンペーンを実施（於：近鉄奈良駅）（啓発リーフレット
やグッズの配布、拡声器による街宣放送）

健康福祉部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

3 奈良県 奈良県 11月 ○ 県施設において、啓発パネル、リーフレット、グッズを設置
健康福祉部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

4 奈良県 奈良市 11月1日 ○
オレンジリボンキャンペーンとして近鉄学園前駅周辺において啓
発物品等を配布予定

子ども未来部子育
て相談課子ども家
庭相談室

0742-34-4804

5 奈良県 奈良市 11月6日～10日 ○
奈良市役所１階連絡通路において、来庁者に対するオレンジリボ
ンキャンペーンの啓発コーナーを設置し、啓発物品等を配布予定

子ども未来部子育
て相談課子ども家
庭相談室

0742-34-4804

6 奈良県 奈良市 11月18日 ○
奈良佐保短期大学主催「こどもフェスタ」において、オレンジリ
ボンキャンペーンの啓発ブースを出展し、来場者に対して啓発物
品等を配布予定

子ども未来部子育
て相談課子ども家
庭相談室

0742-34-4804

7 奈良県 大和高田市 9月16日
交通安全・子育てフェスタにおいて、大和高田市家庭児童相談室
の連絡先が印刷された児童虐待防止啓発ティッシュを配布

児童福祉課児童福
祉グループ

0745-22-1101

8 奈良県 大和高田市 11月19日 ○
元気ウィークにおいて、家庭児童相談室の連絡先が印刷されたオ
リジナル啓発ティッシュを配布

児童福祉課児童福
祉グループ

0745-22-1101

9 奈良県 大和郡山市 10月22日
保健センターで実施するフェアにおいて、オレンジリボンツリー
の作成とオレンジリボンの配布を実施

こども福祉課 0743-53-1542

10 奈良県 大和郡山市 11月3日 ○

親子まつりでオレンジリボンキャンペーンを実施
　・児童虐待のたすきをかけ横断幕を持ってパレードに参加
　・ブースを設置してオレンジリボンを配布
　・オレンジリボンツリーの作成とクイズを実施

こども福祉課 0743-53-1542

11 奈良県 大和郡山市 11月 ○ 職員、関係機関へのオレンジリボンを配布 こども福祉課 0743-53-1542

12 奈良県 大和郡山市 11月 ○
市役所玄関、DMG　MORI　やまと郡山城ホール玄関にオレンジリ
ボンで飾ったツリーを設置

こども福祉課 0743-53-1542

13 奈良県 天理市 11月1日 ○
ザ・ビッグエクストラ天理店においてオレンジリボン、リーフ
レットを配布

健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

14 奈良県 天理市 11月 ○
天理本通りにおいて、リボン、リーフレットの配布及びのぼり、
パネル等による啓発活動を実施

健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

15 奈良県 天理市 11月 ○
天理駅前広場コフフンにおいて、子育て支援、児童虐待に関する
チラシを配布

健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

16 奈良県 天理市 11月2日 ○ 天理市全職員にオレンジリボンを配布
健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

17 奈良県 橿原市 11月1日 ○
街頭キャンペーンの実施（於：近鉄大和八木）（啓発リーフレッ
トやグッズの配布）

子育て支援課 0744-22-8984 予定

18 奈良県 橿原市 10月15日
「ふれあい・いきいき祭」（万葉ホール）において、来場者に啓
発グッズを配布し啓発

子育て支援課 0744-22-8984

19 奈良県 桜井市 11月1日 ○ 本庁舎、分庁舎で啓発物品を配布
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

20 奈良県 桜井市 11月5日 ○ 市ウォーキングフェスティバルにおいて啓発物品を配布
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

21 奈良県 桜井市
10月31日
～11月30日

○ 本庁舎等において啓発展示を実施
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

22 奈良県 桜井市 11月 ○ 全職員がオレンジリボンを着用
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

23 奈良県 桜井市 7月23日 陽だまりフェスタにおいて啓発物品を配布
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

24 奈良県 桜井市 3月3日 児童虐待死亡事件の日の該当啓発において、啓発物品を配布
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

25 奈良県 五條市 11月 ○ 市の文化祭においてオレンジリボンの周知・配布 保健福祉センター 0747-22-4001

26 奈良県 五條市 11月 ○
県内一斉オレンジリボンキャンペーン日に合わせ、オレンジリボ
ンの周知・配布

保健福祉センター 0747-22-4001

27 奈良県 五條市 11月 ○ 男女共同参画研修会においてオレンジリボンの周知・配布 保健福祉センター 0747-22-4001

28 奈良県 五條市 随時 ○ 健診等事業において、オレンジリボンTシャツを着用し啓発 保健福祉センター 0747-22-4001

29 奈良県 御所市 11月 ○

広報啓発グッズ（カイロ、マーカーペン）を作成し、手作りおも
ちゃと虐待防止リーフレットと一緒に11月中旬開催の「霜月際」
及び「食と農のフェスタ」、11月１日に市役所前と近鉄御所駅前
で配布する。

福祉部児童課児童
係

0745-62-3001

30 奈良県 生駒市 11月1日 ○
街頭キャンペーンを実施（於：近鉄生駒駅）（啓発リーフレット
やグッズの配布）

こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

31 奈良県 生駒市 11月上旬～中旬 ○
「オレンジリボンキャンペーン」を実施（生駒山麓公園ほか）
（啓発物品の配布）

こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

32 奈良県 生駒市 11月 ○
市内の幼稚園・保育所・小学校・中学校の全児童・生徒の保護者
向けにチラシ「みんなで防ごう！児童虐待」を配布

こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

33 奈良県 香芝市 11月2日 ○ 近鉄五位堂駅街頭において啓発グッズをﾞ配布 0745-79-7522

34 奈良県 香芝市 11月23日 ○ かしばふれあいの集いにおいて啓発グッズを配布 0745-79-7522

35 奈良県 香芝市 11月 ○
市役所､総合福祉センター、青少年センター等公共機関において
リーフレットを配布

0745-79-7522

36 奈良県 葛城市 11月 ○
葛城市職員、民生児童委員、市内教職員にオレンジリボンを配布
し、活動の周知を実施

保健福祉部こど
も・若者サポート
センター

0745-48-8639

37 奈良県 葛城市 11月12日 ○
當麻寺周辺で行われるイベントに出展し、オレンジリボン等グッ
ズを配布し、活動を周知

保健福祉部こど
も・若者サポート
センター

0745-48-8639

38 奈良県 宇陀市 11月1日 ○
近鉄榛原駅前・室生口大野駅前・ショッピングセンターにおいて
啓発物品等を配布

こども未来課 0745-82-2236

39 奈良県 宇陀市 9月3日 子どもフェスタにおいて啓発物品等を配布 こども未来課 0745-82-2236

40 奈良県 山添村 11月 ○ １１月中、窓口において啓発物品を配布 保健福祉課 0743-85-0045

41 奈良県 山添村 11月 ○ １１月中、職員名札にオレンジリボンを貼付し啓発 保健福祉課 0743-85-0045

42 奈良県 平群町 11月1日 ○
県内一斉のオレンジリボンキャンペーンに合わせて、町内の鉄道
4駅の駅前において啓発物品を配布

福祉課 0745-45-5872

43 奈良県 三郷町 11月1日 ○
三郷町内で通勤利用者の多い近鉄信貴山下駅前で啓発グッズを配
布

福祉政策課 0745-43-7322

44 奈良県 三郷町 11月11日 ○ 人権フェスタにおいて啓発パネル展示及び啓発グッズ配布を実施 福祉政策課 0745-43-7322

45 奈良県 安堵町 11月19日 ○ 安堵町産業フェスティバルにおいて啓発グッズを配布 健康福祉課 0743-57-1591

46 奈良県 安堵町 10月～11月 ○
地域のサロンへ行き、オレンジリボンを一緒に作ってもらうなど
の啓発活動を実施

健康福祉課 0743-57-1592

47 奈良県 三宅町 10月28日～29日 町文化祭において、児童虐待防止のための啓発物品を配付 健康子ども課 0745-43-3580

48 奈良県 田原本町 11月1日 ○ 近鉄田原本駅周辺でテッシュなどの啓発物品を配布 こども未来課 0744-33-9035

49 奈良県 明日香村 11月1日 ○ 健康福祉センター来館者へ啓発リーフレットやグッズを配布 健康づくり課 0744-54-5550



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

50 奈良県 明日香村 11月 ○ 全職員、各種委員に対し、オレンジリボンの装着を依頼 健康づくり課 0744-54-5550

51 奈良県 明日香村 11月 ○
オレンジリボンキャンペーンののぼりを設置（飛鳥駅前、明日香
小学校前）

健康づくり課 0744-54-5550

52 奈良県 明日香村 11月 ○ 窓口において、啓発グッズを配布 健康づくり課 0744-54-5550

53 奈良県 明日香村 11月頃 ○
親子教室において、児童虐待防止啓発活動の一環としてオレンジ
リボンを作成

健康づくり課 0744-54-5550

54 奈良県 明日香村 10月28日
ハロウィンイベントにおいて、児童虐待防止啓発グッズ配布、パ
ネル展示を実施

健康づくり課 0744-54-5550

55 奈良県 王寺町 11月1日 ○
ＪＲ王寺駅中央改札口付近で街頭啓発キャンペーンを実施し、啓
発物品を配布

住民福祉部福祉介
護課子育て支援係

0745-32-2001

56 奈良県 王寺町 11月26日 ○
王寺町福祉まつりで特設ブースを設置し、マスコットキャラク
ター「雪丸」とともに、啓発物品を配布し、オレンジリボンを広
め、児童虐待防止を呼びかける

住民福祉部福祉介
護課子育て支援係

0745-32-2001

57 奈良県 王寺町 10月下旬～11月 ○
ＪＲ王寺駅と地域交流センターに設置している雪丸を活用した啓
発を実施

住民福祉部福祉介
護課子育て支援係

0745-32-2001

58 奈良県 広陵町 8月6日
保健センター主催の「命を守る町づくり」の会場（総合保健福祉
会館）において、幟を立てて、パネルを展示

子ども支援課 0745-55-6820

59 奈良県 広陵町 9月16日、17日
町主催の「かぐや姫まつり」の会場（総合グラウンド）におい
て、幟を立てて、パネルを展示

子ども支援課 0745-55-6820

60 奈良県 河合町 10月22日
ふれあいのつどいにおいて、コーナーを設けてパネル展示を行
い、来場者にオレンジリボンを配布

福祉部社会福祉課 0745-57-0200

61 奈良県 吉野町 11月4日 ○ オレンジリボンキャンペーン 長寿福祉課 0746-32-8856

62 奈良県 下市町 11月 ○ 役場窓口において啓発グッズを配布 健康福祉課 0747-52-0001

63 奈良県 黒滝村 11月10日～11日 ○ 村の文化祭において、啓発物品の配付や掲示を実施 保健福祉課 0747-62-2314

64 奈良県 野迫川村 10月7日 村内イベント受付において啓発物品を配布 住民課 0747-37-2101

65 奈良県 十津川村 随時 庁内からのポスターの掲示等を実施 福祉事務所 0746-62-0902

66 奈良県 下北山村 10月15日 「健康と長寿の集い」において啓発物品を配布 保健福祉課 07468-6-0015

67 奈良県 上北山村 9月下旬 長寿と健康の集いにおいて、啓発活動及び啓発物品の配布予定 住民課 07468-2-0001

68 奈良県 川上村 11月 ○
全職員・関係機関に啓発物品を配布
広報等に掲載し周知

住民福祉課 0746-52-0111 予定

69 奈良県 東吉野村 11月18日、19日 ○
村まるごとフェスティバルにおいてオレンジリボン・啓発ティッ
シュ・リーフレットを配布

住民福祉課 0746-42-0441

○　広報誌、テレビ等で周知

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

1 奈良県 奈良県 11月 ○ 県広報誌に児童虐待防止推進月間の特集記事を掲載
健康福祉部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

2 奈良県 大和高田市 通年 ○
市広報誌において、児童虐待の連絡先として家庭児童相談室・中
央こ家相・高田こ家相・全国共通ダイヤルを掲載

児童福祉課児童福
祉グループ

0745-22-1101

3 奈良県 大和郡山市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間の取組を掲載 こども福祉課 0743-53-1542

4 奈良県 天理市 11月 ○ 広報紙において，児童虐待防止を呼び掛ける
健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

5 奈良県 桜井市 11月1日 ○ 広報紙へ掲載
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

6 奈良県 五條市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関連した内容を掲載 保健福祉センター 0747-22-4001

7 奈良県 御所市 11月1日 ○ 広報ごせにおいて、児童虐待防止推進月間の内容を掲載
福祉部児童課児童
係

0745-62-3001

8 奈良県 生駒市 11月 ○ 広報紙１１月１日号に児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載
こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

9 奈良県 香芝市 11月5日 ○ 広報｢かしば｣お知らせ版に予防啓発文を掲載 0745-79-7522



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

10 奈良県 葛城市 11月 ○
市広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載し、活動の周知を
図る

保健福祉部こど
も・若者サポート
センター

0745-48-8639

11 奈良県 宇陀市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止を呼びかける記事を掲載 こども未来課 0745-82-2236

12 奈良県 平群町 11月 ○
11月号の町広報誌の配布に合わせて、児童虐待防止に関する啓発
リーフレットを回覧

福祉課 0745-45-5872

13 奈良県 斑鳩町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間に関する情報を掲載
健康福祉部福祉子
ども課

0745-74-1001

14 奈良県 安堵町 11月 ○ 安堵町広報にオレンジリボンや虐待相談窓口等について掲載 健康福祉課 0743-57-1590

15 奈良県 川西町 11月 ○ 川西広報において、児童虐待防止に関する記事を掲載予定 福祉部健康福祉課 0745-44-2631

16 奈良県 三宅町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止に関するリーフレットを折込 健康子ども課 0745-43-3580

17 奈良県 三宅町 11月 ○ 町公式Facebookに児童虐待防止推進月間について掲載 健康子ども課 0745-43-3580

18 奈良県 田原本町 5月
児童福祉週間として「みんなで防ごう児童虐待」という内容で広
報誌に掲載

こども未来課 0744-33-9035

19 奈良県 田原本町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間の周知と対応方法について広報誌に掲載 こども未来課 0744-33-9035

20 奈良県 曽爾村 11月 ○ 児童虐待防止に関する内容を１１月広報に掲載 保健福祉課 0745-94-2103

21 奈良県 御杖村 11月 ○ 児童虐待防止推進月間PRと相談窓口・通告義務のPR 保健福祉課 0745-95-2828

22 奈良県 高取町 11月 ○ 町広報誌において「児童虐待防止推進月間」を周知 福祉課
0744‐52‐
3334

23 奈良県 明日香村 11月1日 ○ 広報無線での啓発、広報誌、ホームページへの掲載を実施 健康づくり課 0744-54-5550

24 奈良県 上牧町
9月、

10月、11月
○ 児童虐待防止啓発記事を町の広報誌に掲載 住民福祉部福祉課 0745-76-1001

25 奈良県 大淀町 11月 ○ 児童虐待防止に関する町広報誌記載・町ＴＶでの啓発を実施 福祉課 0747-52-5501

26 奈良県 天川村 11月 ○ 虐待防止に関する記事を掲載 健康福祉課 0747-63-9110

27 奈良県 上北山村 11月 ○ 村広報紙において、児童虐待防止について掲載 住民課 07468-2-0001

○　その他

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

1 奈良県 大和郡山市 11月 ○
図書館において、子育て支援に関する図書、命を大切にすること
をテーマにした図書等のコーナー展示を実施

こども福祉課 0743-53-1542

2 奈良県 桜井市
11月1日
から2年間

○ 児童虐待防止の標語を決定し、活用
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

3 奈良県 五條市 7月8日 差別をなくす市民集会を実施 保健福祉センター 0747-22-4001

4 奈良県 斑鳩町 10月
総合保健福祉会館会議室において、虐待をテーマに子育て支援講
座を開催

健康福祉部福祉子
ども課

0745-74-1001


